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　新年あけましておめでとうございます。会員の皆様に
おかれましては平成30年の新春をご家族ともに健やかに
迎えられたことを心からお慶び申し上げます。また昨年
は、当会の事業及び活動に際しまして、ご理解とご協力
を戴き厚くお礼申し上げます。
　本年は役員改選があり、現執行体制での活動も５月の
総会までですが、残された期間予定された諸事業完遂に
向け会務を執り行ってまいりますので、ご協力の程お願
いいたします。

　昨年は、９年ぶりに日本診療放射線技師学術大会が板
東北海道放射線技師会会長を大会長として函館市におい
て開催され、北海道放射線技師会及び当会をはじめとす
る全道各地の支部が一丸となって大会成功に向け万全
な協力体制を敷いて臨みました。その結果登録演題数
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は 550を超え、参加人数も1,800人を超え成功裏に終了し、
北海道内の診療放射線技師の結束力を全国に見せつけま
した。
　本年は、山口県放射線技師会が運営母体となり、９月
に下関市にて全国診療放射線技師学術大会が開催されま
すが、式典の中で日放技永年勤続30年表彰があります。
対象者には北海道放射線技師会より通知が届いていると
思いますので、手続きの方よろしくお願いいたします。

　さて年々厳しさを増す医療界ですが、今年のトピック
スとしては６年ぶりの診療報酬および介護報酬の同時改
定が上げられます。原稿を書いている12月時点では、ま
だ明確な情報は得られていませんが、厳しい改定になり
そうです。
　２年に１度の診療報酬改定に関して日本診療放射線技
師会では、診療放射線技師の業務を診療報酬上評価させ
るべく会員にアンケートを実施しております。平成30年
の診療報酬改定を対象としたアンケートを昨年行ったの
ですが、初めて1,000件を超えるアンケート結果が集計さ
れました。その結果を基に厚生労働省に日本診療放射線
技師会として要望書の提出に至りました。
　以前より厚生労働省からは、アンケート結果が1,000件
以上を基にした上での要望書提出を求められていました
ので、今後のアンケートにおいても会員皆様の積極的な
アンケートへの協力をお願いします。それがわれわれ診
療放射線技師の評価につながっていきます。

　さて、昨年の第193回通常国会参議院において日本維新
の会 藤巻健史議員より、柔道整復師によるＸ線撮影を可
能とする「柔道整復師法の一部を改正する法律案」が提
出されたことはご存知でしょうか。提出理由としては「柔
道整復師が、脱臼又は骨折が疑われる者に応急手当をし
ようとする場合において、その患部に、一定の条件の下
に、撮影のためのエックス線の照射をすることを業とし
て行うことができるようにする必要がある。」だそうです。
　詳細は日本診療放射線技師会会報12月号に中澤会長が
記載していますので見ていただければと思います。
　法案が出された以上今後の推移が気になり、医師会の
会合で一緒になった衆議院議員 船橋利実 議員に経過を
説明したところ、厚生労働省に現在の状況を聞いていた
だきました。回答として厚生労働省としては今回の法案
には現在関与しないということでした。しかし今後どの
ようになっていくか注意深く見る必要があると思います。
　今回の事例のように明確な根拠もないまま、安易に他
職種が放射線診療にたずさわらぬように、われわれ札幌
放射線技師会としては定款に記載の通り、診療放射線技
術の向上発展に務め、並びに会員の職業倫理及び技術水
準の向上を図り、もって地域住民の健康保持増強に寄与
するという基本原則のもと、今後も安心安全な医療を提

供する体制を作るため研修事業に力を注いでまいります。

　今後の当会の研修事業としましては、１月27・28日両
日にわたり精中機構認定札放技マンモグラフィ技術研修
会を開催します。今回も50名の定員の所、80名を超える
応募がありました。次年以降も計画いたしますので参加
よろしくお願いします。
　２月14日㈬には、医療人として現状必須になりつつあ
る普通救命講習を開催いたします。
　２月22日㈭には、平成29年度会員勉強会を開催いたし
ます。
　本年のテーマは「心電図」で、診療放射線技師として
日頃の業務に役立つ知識として「基礎から理解する心電
図の見方、読み方」と題し、札幌臨床検査技師会 森谷
会長の推薦により北海道社会事業協会小樽病院　臨床検
査科 齋藤 和 技師をお招きし講演していただきますので、
ふるってご参加ください。
　３月８日㈭には、本年最後のイブニングレクチャーを
開催いたします。今回のテーマはMRIで「MRI画像の基
礎－撮像原理を中心に－」と題し、北海道科学大学　熊
澤誠志 先生にレクチャーしていただきます。改めて基
礎から学びたい方や日頃より疑問に思っている基礎的な
ことなどわからないことがありましたら、参加し頭をリ
フレッシュしてください。
　今後のスケジュールに関しては会報並びにHPをご覧
ください。

　本年も会員の皆様のニーズに応えられるよう結束を図
りながら地域に根ざした活動を展開して行くとともに、
地域から信頼される専門職団体として活動していきたい
と考えておりますので、会員の皆様には引き続きご理解
とご協力下さいますよう御願い申し上げ、平成30年年頭
の挨拶とさせていただきます。
　本年もよろしくお願い致します。

選　挙　告　示
　一般社団法人　札幌放射線技師会定款第23条、第24条、第27条および役員選挙規程に基づき、役員選挙を行い
ます。

記

１．選出する職名並びに定数

　　（１）　理　　事 16名以上20名以内

　　（２）　監　　事 ２名

２．任　　　　　期

　　　平成29年度定時総会終了時から平成31年度定時総会終了時までの２年間。

３．立候補者の資格

　　　一般社団法人　札幌放射線技師会定款第５条に規定される者。

４．立候補届の受付期間及び届出方法

　　（１）立候補届の受付期間
　　　　　平成30年４月12日（木）～ 平成30年５月10日（木）
　　（２）立候補届の届出
　　　　　所定の用紙に必要事項を記載の上、総会運営委員会に届出する。
　　　　　立候補届は総会運営委員会に申し出、交付を受ける事。

　　　　【申し出先並びに届出先】
　　　　　一般社団法人　札幌放射線技師会　総会運営委員会
　　　　　　〒064-0823 札幌市中央区北３条西29丁目３－２　北海道放射線技師会研修センター内
 TEL 011-643-2713　FAX 011-643-2734
 E-mail：sapporo@hok-art.or.jp
５．立候補者告示

　　（１）告 示 日 平成30年５月11日（金）

　　（２）告示方法 一般社団法人　札幌放射線技師会ホームページに掲載する。

６．投　　票　　日 平成30年５月17日（木）

７．投票及び開票会場 第63回　平成29年度定時総会会場

８．当選者の告示	 当選者の告示は、一般社団法人　札幌放射線技師会会報並びに、ホームページに掲載する。

　　平成29年12月30日　

一般社団法人　札幌放射線技師会　総会運営委員会　　目 黒 靖 浩
　 　 　 　 　 　 　 　 　 中 川 栄 志

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 中 山 大 志

－ 総会告知 －

第 63 回  平 成 29 年 度 定 時 総 会
日時：平成 30 年 5 月17 日（木）　午後 6 時 30 分より
場所：北海道放射線技師会研修センター「学びの館」
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◎新年交礼会
日時：平成30年１月13日（土）午後３時～午後５時
場所：ホテルライフォート札幌　２階「ライフォートホール」
　　　札幌市中央区南10条西１丁目

◎会員勉強会
日時：平成30年２月22日（木）午後７時～８時 30 分
場所：札幌市教育文化会館　研修室 305（札幌市中央区北１条西13丁目）
講演： 「基礎から理解する心電図の見方、読み方」
講師：北海道社会事業協会小樽病院　臨床検査科　齋藤　和 先生

◎イブニングレクチャー（第２回）
日時：平成30年３月８日（木）午後７時～８時 30 分
場所：札幌市教育文化会館　４階講堂
講演：「MRI 画像の基礎　－撮像原理を中心に－」
講師：北海道科学大学保健医療学部　診療放射線学科　教授　熊澤　誠志 先生

◎急病センター出向責任者会議
日時：平成30年３月１日（木）　午後７時～
場所：北海道放射線技師会研修センター

◎急病センター技術研修会
日時：平成30年３月17日（土）　午後３時～
会場：札幌市医師会夜間急病センター

◎会報「START № 65」総会特集号 発行
発行日：平成30年４月30日（月）

　平成28年度総会おいて提案及び承認頂いた「診療放射線技師実態調査」に関する
アンケート調査を12月に実施致しました。アンケートにご協力頂いた会員の皆様に
は、心より感謝申し上げます。アンケート調査の内容を分析し、今後の当会事業の
参考とさせていただきます。そこで以前に配布させて頂きましたアンケートですが、

締め切りの日程を変更させて頂きましたのでご協力宜しくお願い申し上げます。

送付期限　　平成 30 年１月末日

　平成29年11月11日（土）に開催された、一般社団法人
札幌市医師会創立70周年記念式典にて、夜間急病センタ
ー開設以来45年に亘り協力団体として、札幌市民に対す
る安心・安全な医療を提供し、夜間急病センターの運営
に多大な貢献をしたとして、当会に対して感謝状を頂き
ましたので、ここにご報告いたします。これもひとえに、
会員の皆様のご尽力によるものです。今後も、夜間急病
センターに出向される会員の皆様、よろしくお願いいた
します。

医師会より感謝状贈呈される

【旧】
第４章　　理　　　　事

第12条　定款第25条に定める業務の範囲並びに担当は
次のとおりとする。

２　総会並びに理事会の決定した事項の執行に関
することを行う。

３　理事は前２項の職務のほか、会長あるいは理
事会の任による職務を行う。

４　理事は会議等において知り得た秘密を法律そ
の他正当な理由なくして他に漏らしてはならな
い。理事を退任した場合も同様とする。

【規程改定のお知らせ】
　平成29年９月14日開催の第３回理事会にて組織運営規程の一部改定が承認されましたのでお知らせいたします。

【新】
第４章　　理　　　　事

第12条　定款第25条に定める業務の範囲並びに担当は
次のとおりとする。

２　総会並びに理事会の決定した事項の執行に関
することを行う。

３　理事は前２項の職務のほか、会長あるいは理
事会の任による職務を行う。

４　理事は会議等において知り得た秘密を法律そ
の他正当な理由なくして他に漏らしてはならな
い。理事を退任した場合も同様とする。

５　理事および監事は在任中に、他の支部に入会
してはならない。ただし、理事および監事を退
任したならばこの限りではない。

附則
４　この規程は平成29年９月14日から施行する。

　平成29年12月14日（木）当会を代表し松村、大元が札幌
市子ども未来局児童福祉総合センターを来訪し児童福祉
向上・里親制度充実のために今年度の社会還元事業とし
て10万円を寄付してきました。この事業も平成元年から
始まり、会員皆様のご理解により29回目となり席上、児
童相談所所長 天田 孝 様より札幌市 秋元市長からの感
謝状をいただくとともに感謝のお言葉を頂戴してきました。
　今後とも地域に根ざした札幌放射線技師会として社会
に貢献できるようこの事業を継続していきたいと思いま
す。会員各位のご協力に感謝申し上げ報告とします。

社 会 還 元 事 業 報 告

アンケート調査に

ご協力下さい

　なお、今回いただいた個人情報につきましては本調査の目的以外には利用いたしませんのでご安心くだ
さい。今後もお気軽にご意見・ご要望をお聞かせいただければ幸甚です。
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理 事 会 報 告

□ 第３回理事会

日時：平成29年９月14日（木）午後７時～８時20分迄

場所：北海道放射線技師会研修センター　会議室

　　　　　理事19名中16名、監事２名中２名

報告：１．日ハム野球観戦について

　　　２．札放技会報No.63発行について

　　　３．第41回札放技杯野球大会報告

　　　４．学会派遣について

　　　５．北放技第１回理事会報告

　　　６．市民公開講座について

　　　７．札幌市医師会マンモグラフィ撮影技師研修会

　　　　現状報告

　　　８．精中機構認定マンモグラフィ撮影技術講習会状

　　　　況報告

　　　９．各部報告

　　　10．その他

　　　　◦札幌市立高校職業体験学習について

　　　　◦平成29･30年度北海道放射線技師会総会運営

　　　　　委員について

審議：１．入会・退会承認について

　　　　　提案通り承認

２．イブニングレクチャー２回目について

　　計画について提案され承認

３．会員勉強会について

　　計画について提案され承認

４．社会還元事業について

　　計画について提案され承認

５．次年度日ハム観戦について

　　提案通り承認

６．診療放射線技師実態調査実施について

　　実施要領について提案され承認

７．編集委員会について

　　提案通り承認

８．組織運営規程の改正について

　　提案通り承認

９．第33回日本診療放射線技師学術大会について

　　提案通り承認

10．平成30･31年度役員について

　　提案通り承認

□ 第４回理事会

日時：平成29年12月１日（金）午後７時～７時40分迄

場所：鉄板厨房　えぞや

　　　　　理事19名中14名、監事２名中１名

報告：１．札幌市医師会マンモグラフィ撮影技術研修会報告

２．平成29年度第23回学術研修会報告

３　医療経済セミナー報告

４．庶務会議報告並びに診療放射線技師実態調査

　経過報告

５．学術会議並びに編集委員会報告

６．精中機構認定マンモグラフィ撮影技術講習会

　現状報告

７．社会還元事業経過報告

８．各部報告

９．その他

　◦札幌市立高校職業体験学習報告（H29.9.13、

　　H29.9.20）

審議：１．入会、退会承認について

　　提案通り承認

２．イブニングレクチャー２回目について

　　実施要領について提案され承認

３．会員勉強会について

　　実施要領について提案され承認

４．札放技会報No.64発行について

　　経過について報告され承認

５．急病センター出向責任者会議について

　　実施要領について提案され承認

６．平成30・31年度役員について

　　提案通り承認

７．今年度残りの事業について

　　提案通り承認

８．その他

　◦東ブロック研修費補助について

　◦厚別・清田ブロック研修費補助について

　◦中央北・豊平南ブロック合同ボウリング大会

　　経費補助について

（一社）北海道放射線技師会 
（一社）札幌放射線技師会 
 

 下記の日程にて、札幌放射線技師会として７年ぶりの新年交礼会を開催いた

します。 
北海道放射線技師会との合同開催となりますので、多くの会員皆さんの出席を

得て新たな年を祝いましょう。 
 
日 時：平成２９年 1 月１４日（土）１５：００〜１７：００ 
会 場：ホテルライフォート札幌 ２階「ライフォートホール」 
     札幌市中央区南１０条西 1 丁目 （011）512–1632 
会 費：５０００円 
※ ご出席は、下記の FAX 用紙にて申し込みください 

尚、準備の都合上 1 月７日（土）までに連絡いただけます様お願いします 
 
 

ＦＡＸ．送信 ６４３－２７３４ 
     （北海道放射線技師会 事務局） 

 

平成２９年度 新年交礼会申込書 
ふりがな 

氏 名                  

勤務先                  

    〒     

勤務先住所                

連絡先                  

合同新年交礼会 平成２９年 

H29新年交礼会申し込み.pdf   1 2016/12/17   21:11:17

平成30年　　　　　　　　合同新年交礼会（一社）北海道放射線技師会
（一社）札幌放射線技師会

下記の日程にて標記新年交礼会を開催致します。

多くの会員の皆様にご出席くださいますようご案内致します。

■ 日時 : 平成30年１月13日（土）　15：00 ～ 17：00

■ 会場 : ホテルライフォート札幌　２階「ライフォートホール」

　　　　札幌市中央区南10条西１丁目

　　　　問い合わせ TEL（011）512－1632

■ 会費：5,000 円（当日会場にて受け付けます）

※　ご出席は、下記の FAX用紙にて申し込み下さい。尚、準備の

都合上１月６日（土）までに連絡いただけますようお願します。

平成30年度　新年交礼会申込書

FAX. 送信　　６４３－２７３４

（北海道放射線技師会　事務局）
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中央北ブロック
< 事業予定 >

（1）豊平・南、中央北ブロック共催合同ボウリング大会
日時：平成30年２月２日（金）
①ボウリング大会　19時よりゲーム開始（18：40集合）
②親睦会　　　　　20時30分頃より
場所
①ボウリング大会：「ディノスボウルノルベサ」
　住所：札幌市中央区南3条西5丁目1-1  NORBESA６階
 電話：011-290-6301
②情報交換会：「アサヒビール園 羊々亭 ジンギスカン」
　住所：札幌市中央区南４条西４松岡ビル５Ｆ
 電話：050-3464-0106
参加費
◎ボウリング大会と情報交換会のセット　→　5,000 円
△ボウリング大会のみ　　　　　　　　　→　2,000 円
▽情報交換会のみ　　　　　　　　　　　→　4,000 円
申込方法
　札幌放射線技師会トップページの「ウェブ申込フォーム」
より必要事項をご入力いただき、お申込み（送信）して
ください。（別途にて案内ポスターを同封しています）
申込締切期日：平成30年１月19日（金）

（2）放射線技師のための医療英会話レッスン（第２回）
　中央北ブロックでは、放射線診療に必ず役に立つネイ
ティブな医療英会話のレッスン２回目を企画しました。

（別途にて案内ポスターを同封しています）
日時：平成30年２月10日（土）14時～
場所：北海道放射線技師会研修センター３階
参加費：無料
申込方法：平成30年１月９日（火）より当会ホームページの

ウェブ申込フォームにて、必要事項をご入力の上、お
申込み（送信）してください。

白石ブロック
< 事業予定 >

『医療従事者のための手話講習会』
日時：平成30年２月８日（木）　19時から20時30分
場所：札幌北楡病院　西棟５階講堂
講師：公益社団法人札幌聴覚障害者協会より２名
　先着25名です。また、勉強会終了後に白石ブロック新
年会を行います。会費は3,000円を予定。詳しくは同封の
チラシをご参照ください。

豊平・南ブロック
< 事業予定 >

（1）豊平・南、中央北ブロック共催合同ボウリング大会
※　詳細は中央北ブロックの事業予定、案内ポスターを

ご参照ください。

< 事業報告 >
　平成29年11月24日（金）19時より、KKR札幌医療センタ
ー内の健管センター会議室にて豊平・南ブロック主催の
講演会を行いました。
　講師として秋葉英成先生をお招きし“最近の興味ある
画像診断症例”と題し、クイズ方式でモダリティー・領
域に関係なく７つの症例をご紹介いただきました。
　第一線でご活躍なさっておられる先生の興味あった症
例とのこともあり、普段我々がなかなか耳にすることが
ないようなマニアックな画像診断症例について勉強する
ことができ、大変好評でありました。また、講演後の懇
親会には秋葉先生も参加していただきブロック間の親睦
を深めました。
　今回の企画は駆け足で行った感がありましたので開催
時期を含め、より多くの技師が集まるよう工夫していき
たいと思います。

中央南ブロック
< 事業報告 >
　平成29年10月25日（水）19時より札幌医科大学臨床教育
研究棟共用実習室において中央南ブロック勉強会（GE主
催）を開催した。
講演１「GE CT 最新情報～ Dual Energy CTを中心に～」
GEヘルスケア・ジャパン㈱　CT営業推進部　両角政宣先生
演題２「GE MR 最新情報～ Compressed Sensing・Multi-
band MRI を中心に～」
GEヘルスケア・ジャパン㈱　MR営業推進部　名内存人先生
　（参加人数は 24名）

厚別・清田ブロック
< 事業報告 >
平成29年５月31日（水）ブロック幹事会　出席：幹事９名
平成29年８月23日（水）第19回AKミーティング　参加者36名
　　　　　　　　　　３演題＋東芝160列CT

平成29年11月1日（水）厚別・清田ブロック勉強会 参加者29名
　　　　　　　　　 ２演題＋日立MRI

平成29年11月24日（金）第16回厚別・清田ブロックボウリング大会
 厚別パークボウルにて開催　参加者：７施設17名

　毎年恒例のボウリング大会も今年で16回目を迎え、例
年よりは参加者が少なかったが、この後に懇親会も行な
われ、日頃の業務から離れ、楽しいひと時をすごしました。

< 事業予定 >
平成30年２月　第20回AKミーティング
平成30年３月　厚別・清田ブロック勉強会

東ブロック
< 事業予定 >
　平成30年１月、東ブロックでは、サードファイヤーカ
ンファレンス（１回 / 月　定例）終了後、恒例の「東ブ
ロック新年会」を開催します。

日時：平成30年１月16日（火）18 時～
場所：北海道対がん協会 札幌がん検診センター ４階会議室
内容：＊第６回サードファイヤーカンファレンス
　　　＊東ブロック新年会（カンファレンス終了後）
会費：￥500
　どなたでも参加可能です。多くのみなさまの参加をお
まちしております。

< 事業報告 >
　東ブロックでは、2017年度11月までに定例の学習会（サ
ードファイヤーカンファレンス）を５回、特別企画を２
回行いました。計７回の延べ参加人数は73名（前年度88
名）でした。今後も引き続きサードファイヤーカンファ
レンス（月１回）を開催します。また、2018年１月はカ
ンファレンス終了後、恒例の「東ブロック新年会」を開
催する予定です。

【活動内容】
＊４月18日（火）　第１回サードファイヤーカンファレンス
　演題：「透析　血液浄化におけるブラッドアクセス：
　シャント」　参加者数：３施設12名
＊５月16日（火）　平成29年度サードファイヤーカンファレン
　ス第 1 回特別企画
　演題：「ITEM2017 展示会場Reportと新型超電導MRI
　装置の紹介」（日立製作所）
　参加者数：６施設20名
＊６月20日（火）　第２回サードファイヤーカンファレンス
　演題：「なぜ私は造影 CT 検査に失敗したのか ?」
　参加者数：４施設８名
＊７月19日（水）　平成29年度サードファイヤーカンファ
　レンス第２回特別企画
　演題：「富士フイルム FPD 最新情報」（富士フイルム
　メディカル）
　参加者数：４施設12名
＊９月19日（火）　第３回サードファイヤーカンファレンス
　演題：「DWIBS ってなぁに ?」参加者数：５施設９名
＊ 10月17日（火）　第４回サードファイヤーカンファレンス
　演題：「前立腺癌」参加者数：４施設７名
＊ 11月21日（火）　第５回サードファイヤーカンファレンス
　演題：「人工関節の歴史」参加者数：３施設５名
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　７月27日、一般社団法人札幌放射線技師会　松村俊也
会長より第45回日本放射線技術学会 秋季学術大会（広島）
の派遣依頼があり承諾し、40年ぶりに広島を訪れる。北
海道から研究発表や座長として活躍する沢山の診療放射
線技師が活躍する姿を一般会員の目線で観て新鮮で全国
秋季大会の状況を把握できた。これか
ら参加する若人に是非参加して自分の
スキルアップにつなげてもらいたい。
広島の大会の雰囲気が少しでも伝われ
ばと思い筆を執る。
　広島市駅前は、プロ野球クライマッ
クスシリーズが始まり、雨にも負けず
真っ赤なユニフォームの親子連れが、
沢山マツダスタジアム前で見られた。
私は北大病院勤務 30年以上核医学部
門にいたため、また専門学校 日本福祉
看護・診療放射線学院　診療放射線学
科で講義している関係上、核医学部門
中心に学会に参加した。
　学会は10月19日～10月21日まで平和公園の広島国際会
議場で上田克彦大会長の挨拶で開催された。第一会場の
撮影（CT）臨床技術・画質評価の発表を見てから移動
して第４会場の核医学会場に居座る。（SPECT・Planar）
脳・肺・リンパ節、心臓、骨の３セッションを観て骨

SPECT/CT の定量技術GI-BONEの基礎と臨床　ランチ
ョンセミナーに参加する。会場は狭く立ち見の方も居
られた。一般演題は、スライド英文発表は１割程度で
あり、日本語での発表であったが討論は活発に行われ
ていた。核医学部会のコンピュータシミュレーションに

おいてモンテカルロシミュレーション
FREEソフトウェアによる研究など興
味深く拝聴した。また旭川医科大学病
院の佐藤順一氏の動態機能検査解析法
はわかりやすい講演であった。核医学
部門だけでなく他のモダリテイでも機
器メーカーや薬剤メーカー提供診断ソ
フトウエアの改良による技術の進歩の
一端が、この秋季学術大会で見れて良
かった。ポスター展示、機器展示もし
っかり見て、書籍も購入し３日間が終
了した。最終日、今年３月東北大学大
学院医学系研究科保健学専攻に入学し
た薩來君（卒業生）に会い近況など情

報交換した。来年の秋季学会が仙台で行われるとのこと
である。最後は台風21号に追いかけられ羽田乗換え便に
て無事千歳空港にたどり着いた。
　最後にこの学会に派遣して戴いた札幌放射線技師会松
村俊也会長並びに理事の方々に厚くお礼申し上げます。

第45回日本放射線技術学会 秋季学術大会（広島）参加報告
学校法人日本医療大学専門学校　日本福祉看護・診療放射線学院　診療放射線学科　副学科長　　勝 浦 秀 則

読影
講師：黒蕨技師（北海道対がん協会）

画像評価
講師：山﨑技師（北海道大学病院）

ポジショニング
講師：阿部技師（KKR札幌医療センター）

札幌市医師会マンモグラフィ撮影技師研修会
日時：平成29年10月３日　午後６時30分～８時45分　　会場：札幌市医師会館

　今回私は、去る９月22日（金）から24日（日）迄、函館市
で開催された第33回日本診療放射線技師学術大会に参加
して参りました。参加の目的は、実行委員としてのお手
伝い、自身のポスター発表、CT関連ポスターセッション
の座長であります。
　私を含め札幌支部の実行委員は、準備のため９月21日

（木）早朝、札幌駅からバスで函館に向かうこととなりま
した。バスの中で、初めて200ページにも及ぶ分厚いマ
ニュアルが配られ、ぞっとしたのを今でも覚えておりま
す。事前にメールで PDF が送られてきたのですが、膨
大過ぎて予習しませんでした。総務責任者であります整
形外科北新病院の岩㟢さん、ごめんなさい。バス車内で
昼食（弁当）を摂りながら昼過ぎに函館市内の学会会場
に到着しました。
　休む間もなく機材設営、各担当のリハーサルが始まり
ました。私の担当は、総合受付とポスター発表の受付で
した。PC を使っての慣れない受付作業は、不安が残り
ました。担当責任者であります函館新都市病院の本間さ
ん（余りにも熟知していて、当初はイベント運営会社の
スタッフだと思っておりました、失礼しました）には大
変丁寧な説明を受け、大変お世話になりました。
　担当部署リハーサルが終り、その後の全体ミーティン
グが終了したのは、７時過ぎでした。
　翌22日の大会初日、いよいよ学会がスタートしました。
機器展示ブースでは、オープニングセレモニーが始まり、
日放技中澤会長、北放技板東会長らのテープカットで華
やかに学会が始まりました。
　また、総合受付には、朝から続々と全国から参加者が
訪れました。全参加者が必ず総合受付を通るので、その
世界で有名な放射線技師が多く訪れておりました。
　大会初日の受付業務も、周りの実行委員皆様のご協力
で大きなトラブルも無く（勝手に思っているのは、私だ
けかもしれませんが ･･･）無事終了することが出来まし
た。
　大会２日目の私の仕事は、ポスターセッションの受付
と自身のポスター発表、そして同セッションの座長と、
なかなかタイトなものでした。
　発表では「地域医療における放射線技師会の役割－札
幌市医師会夜間急病センターへの技術協力を通して－」
というテーマについて発表を行い、発表は無事終了しま
した。
　座長では、ポスターセッションでもあり、会場で担当
セッションのポスターを確認すれば、大丈夫だと高をく

くり、事前の予習は殆ど行いませんでした。
　しかし、この事が誤算となり、受付当日は予想外に忙
しく、殆ど担当セッションのポスターを見に行く時間は
ありませんでした。
　その様な状況の中で、私の担当のセッションが始まり
ましたが、ＣＴの世界では重鎮であります井田義宏氏や、
山本浩之氏が質問やコメントしてくださり、私の担当セ
ッションは、盛況のうちに終了しました。ご協力頂いた
皆様には感謝申し上げます。
　今回、大会３日目は札幌に戻らなくてはならない事情
があり、私の実行委員の仕事は大会２日目で終了となり
ましたが、大変貴重な体験をさせて頂きました。
　また、大会も多くの参加者が訪れ、大成功だったと思
います。
　そして、この学会を通して北海道放射線技師会が板東
会長のもと一致団結し、国内外に底力を示せたことは、
大変意義深いことだと感じました。
　今回休暇を頂いた所属施設上司、そして出張中、業務
でご協力頂いた施設スタッフの皆さんに心より感謝申し
上げます。

函館全国大会実行委員体験記
副 会 長　　関 戸 雄 一
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　平成29年10月26日（木）19時より札幌市教育文化会館に
おいて学術研修会を開催致しました。
　十数年前よりMRI対応の体内金属挿入患者における検
査は行われてきましたが、最近では循環器、脳神経外科
領域においてもMRI対応デバイスが使用されるようにな
り、検査数も年々増加しています。
　今回は「条件付きMRI対応デバイス挿入患者 MRI検
査の実際」と題して札幌医科大学附属病院 放射線部 中
西光広先生に静磁場や変動磁場におけるMRI検査の安全
管理の基礎をはじめ、様々な条件付きMRI対応デバイス
の紹介、さらに札幌医大病院の MRI 検査における実例
と問題点、最後に将来的なデバイス挿入患者に対する
MRI 検査の展望についてご講演いただきました。
　それぞれのデバイスごとに磁場強度に制限があるもの、
検査前後にデバイス自体の設定変更が必要なもの、さら
に脳深部刺激装置など撮像パラメータの大幅な変更が必

要なものに対するパラメータの
設定方法など、検査前の問診か
ら検査時の対応について詳細な
説明を頂き、日々の業務におい
てとても役立つ内容でした。
　今後も臨床で様々なデバイス
が使用され、条件付き MRI 対応
デバイス挿入患者の増加とともに MRI 検査も煩雑化す
ることが予想されます。また検査予約時から検査当日の
デバイスの設定変更、検査の施行と診療放射線技師以外
にも多くの医療スタッフが関わることになります。スム
ーズに、かつ安全に検査を行うためには、まず私達が条
件付き MRI 対応デバイスについてよく理解することが
重要になると感じました。
　中西先生をはじめ、参加していただいた皆様、誠にあ
りがとうございました。

学 術 研 修 会 報 告
学 術 部　　柳 田 美 香

　平成29年度 北海道放射線技師会、札幌放射線技師会
主催 医療経済セミナーを11月９日（木）札幌市医師会館
にて開催致しました。「改定の経緯と考え方－ 2025年対
応を目指した改定とは」をテーマに日本画像医療システ
ム 工業会経済部会 部会長 野口雄司先生に診療報酬改定
に向けた医療体制について安全保証、精度保証、運用保
証を軸にわかりやすく講演して頂きました。
　現在の医療業界における財源確保が非常に厳しくなる
なかで各病院の病床機能報告が明確になり、機能評価の
分化、連携等の新たな施策が打ち出されてきております。
今後は、院内における
感染対策等を含め医療
安全への取り組みが求
められるようになり、
ますます現場として厳
しさを増す状況になり
ます。
　我々放射線技師は、
診療報酬における改定
で何らかのインセンテ

ィブを取るため、検像作業等の画像精度管理、放射線線
量管理、３Ｄ画像作成技術等、医療に対する放射線技師
の重要性をアピールしていくことが大切であると感じま
した。
　又安全面における重要な医療機器の保守管理について
も非常に高額なため様々な課題が生じており、これらを
解決する対策も考えていく必要があります。
　これからも会員の皆様のご協力を賜りながら、職能団
体として又会員のための技師会として活動していきたい
と考えておりますので宜しくお願い致します。

医 療 経 済 セ ミ ナ ー 報 告
副 会 長　　大 元 秀 近

〇死亡時画像診断
　日本ではオートプシー・イメージング（Ai）の言葉で有
名な死亡時画像診断ですが、これは海堂尊著「チームバ
チスタの栄光」などのベストセラーによって普及しまし
た。2012年の死因究明二法（死因究明等の推進に関する
法律、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に
関する法律）や2015年の医療事故調査制度の施行開始な
どにより、Ai 活用の重要性が高まってきています。CT
による死亡時画像診断の利点としては、解剖と比較し低
コスト、非破壊的、再現性があり全身を評価できる点等
が挙げられます。また、現状では解剖実施率の劇的上昇
は困難である点や裁判員裁判の際に証拠として提示しや
すいなど、CT による死亡時画像診断が社会基盤として
の役割を果たすことに期待がもたれています。このよう
な背景から Ai 撮像を行っている、これから行おうと考
えている施設が増えてきているのではないかと考えます。
　撮像に関しては生体とは異なり被ばくを気にする必要
はないため、画質優先で撮像することが推奨されていま
す。また、撮像の際はできる限りルートや挿管チューブ
は抜かずに、頭頂部から足先までの全身を撮像します。
頭部は頭部用の再構成関数を用いて再構成することや、
必要に応じて他断面での再構成を行えるよう薄いスライ
スでの再構成作成をマニュアル化しておくとよいと思い
ます。特に頭部や骨軟部領域は、死亡時画像の撮像後に
解剖が予定されていても通常解剖されにくい領域ですの
で死亡時画像での所見の拾い上げが重要になります。ま
た、解剖を行う上で、死亡時画像はナビゲーション的役
割もあり、より正確かつ安全な解剖の手助けとなります。
読影にあたっては生体と同様に事前情報が画像解釈に大
いに役立つため、依頼科や救急隊などの発見者から発見
時の状況や生前の既往歴、ルート確保の有無・場所、補
液の有無・量、心肺蘇生の有無・時間、推定される死後経
過時間などの情報を収集することも重要となってきます。

〇Ai 読影のポイント
　いざAiを撮像してみて、はたと困った経験はないで
しょうか。どのように画像を解釈したらいいのだろう、
これは死因なのだろうか、あるいは生体では通常みるこ

とのない所見にお気づきになられた方もいると思います。
Aiは生体での画像診断の経験豊富な放射線診断医も所
見解釈に苦慮することが少なくありません。それはAi
を読影する際には、「死後変化」と「蘇生時変化」を踏
まえて解釈する必要があるためです（表 1）。そして実
は放射線診断医よりも、診療放射線技師の皆さんあるい
は救急等の依頼医のほうが、死亡時画像を目にする機会
が多いかもしれません。今回は、「死後変化」と「蘇生
時変化」の画像所見に焦点をあててまとめていきます。

１）死後変化
１－１　血液就下
ａ）肺
　血液就下は重力効果に沿った濃度上昇域として同定さ
れます（図１）。ここで注意しておきたいポイントがいく

「死亡時画像診断〔オートプシー・イメージング（Autopsy 
imaging: Ai）、Postmortem Imaging〕－ 基本から最新の
トレンドまで －」

北海道大学大学院医学研究院死因究明教育研究センター（オートプシー・イメージング部門）特任助教

/ マサチューセッツ総合病院放射線科　リサーチフェロー　　菊 池 穏 香

図１　背側優位の濃度上昇域（→）

表１　非外傷性死亡の死亡時画像でよく認める所見
死後画像読影ガイドライン2015年版から一部改変
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つかあります。１つ目は、亡くなった（あ
るいは発見された）際の体位です。CT撮
像時は仰臥位であったとしても亡くなっ
た時の体位も仰臥位であったかどうかは
分かりません。もし、腹臥位で亡くなっ
ていて、搬送時に仰臥位へ体位が変更さ
れたとしたら、背側の他に腹側にも血液就下がみられ
ることがあります。亡くなった時の体位を確認し、安易
に肺炎としないようにしましょう。２つ目は、死後変化
として血液就下がみられると記載しましたが、血液就下
がみられない / 目立たないことがあることを覚えておく
必要があります。具体的には低体温・閉塞性肺疾患・低
栄養状態・大量の出血死などの場合です。また、死亡前
の輸液量によって死後変化が修復される、死後の経時
変化によって血液就下の程度が変化するといわれていま
す（Hyodoh H et al. Leg Med （Tokyo）（2015）17:221-5、
Shiotani S et al. Leg Med （Tokyo）（2011）13:151-155）。

ｂ）血管
　血管内の血液就下が循環停止に伴い血清成分（非重力
側、低濃度域）と血球成分（重力側、高濃度域）に分離
することによりみられると考えられています。鋳型状凝
血塊の場合は長い死戦期・慢性疾患での死亡・焼死（熱
凝固）、水平面形成の場合は急性死で見られることが多
いといわれています（図２）。鋳型状凝血塊は豚脂様凝
血塊あるいは軟凝血塊と呼ばれています（図３）。その
名の通り見た目が豚脂様で血管内からするり、と取り出
すことができます。血管内の血液就下で注意しておきた
い点は、肺動脈内に鋳型状凝血塊を認めた場合で、肺動
脈血栓との鑑別は難しいとされています。

１－２　気管・気管支内の液貯留
　気管・気管支、時として副鼻腔に液貯留を認めること
があります（図４）。溺水・窒息以外に、死後変化とし

てもこれらの所見を認めることを知っておく必要があり
ます。肺胞内の水分が末梢気管支から気管へと移動する
ことで認められると考えられています。また、蘇生処置
で胃内容物が逆流し気道内に液貯留が生じることもある
ため、解釈には注意が必要です。なお、溺水の場合は
胃など腸管にも大量の液貯留がみられる、副鼻腔・気
道・消化管の液貯留部重力側に砂や小石などが同定さ
れる、両肺のモザイク状すりガラス影といった所見が
溺水を考える根拠となることがあります（Levy AD et 
al. Radiology（2007）243:862-868、Christe A et al. Eur 
Radiol（2008）18:283-290）。

１－３　その他
　大動脈では壁の肥厚および壁の高吸収化が死後変化
として見られますが、偽腔閉塞型急性大動脈解離と安
易に診断しないようにしましょう。また大血管は経時
的に類円形から扁平化していくことが知られています

（Takahashi N et al. Forensic Sci Int（2013）225:27-31）。
これは血清を主体とする水分が血管外へ漏出するためと
考えられています。右心系拡張も死後変化として認めら
れる所見です。右心系拡張は平均循環充満圧（＝循環が
停止したときの血圧（約 7㎜ Hg））が生前の右心系拡張
期圧より高くなることによって生じると考えられていま
す。この他、腐敗によるガス発生も死後変化として見ら
れる所見です。

２）蘇生時変化
２－１　肋骨骨折（図５）
　前胸部（第２－７肋骨骨折が95％を
占める）で左右対称性であることが
多いです。また、連続する複数の骨
折として同定され、Buckle fracture

（不完全型骨折）であることも多くあ
ります。一方で、後方型骨折の場合
は胸骨圧迫以外の外力による骨折を考える必要がありま
す。心肺再開が得られなかった場合、心停止時の胸骨圧
迫によって生じた肋骨骨折には出血を伴わないとされて
います。

図２　血管内の血液就下

鋳型状 水平面形成 図４　気管・気管支内の液貯留（→）

図３　豚脂様凝血塊（軟凝血塊）

図５　肋骨骨折（→）

２－２　血管内ガス
　輸液ルートからの空気の混入・胸骨圧迫による血液内
溶存ガスの気化による等と考えられています。右心系や
静脈系に多くみられるとされていますが、動脈にもルー
トが確保されている場合や肺動静脈瘻が形成されている
などは動脈内にもガスが同定されます。肺動静脈瘻は人
工呼吸や胸骨圧迫による圧外傷でも生じることがあるた
め注意が必要です。死亡時CTが撮像される際にルート
が抜去されていることもあると思いますが、生前や蘇生
時のルート確保の状況をぜひご確認ください。また、門
脈内ガスは腸管粘膜損傷（循環障害）や消化管拡張（マ
スク換気）による消化管内腔のガスが門脈へ流入するこ
とによってみられるといわれています。

　この項の最後に死亡時画像診断に携わる上で有用なツ
ールを２つご紹介したいと思います。１つ目は Ai 読影
用チェックシート（表２）です。死亡時画像所見として
報告された死亡原因、死後変化、心肺蘇生術後変化、そ
の他の異常所見が部位別に列挙されています。判断の指
標となるように、これまで報告されている項目に網掛け
がされています。死亡時画像診断に慣れていない場合で
も、このチェックシートを活用することで所見を拾い上
げやすくなると思います。
　ここで心嚢内液貯留について補足したいと思います。
上行大動脈解離時あるいは急性心筋梗塞に伴う心破裂な
どで心タンポナーデを伴うことがあります。図６のよう
な重力に伴わない２層構造を認めた場合、Hyperdense 
Armored Heart（HAH）と称し、生前に心タンポナーデ
が生じたことを示唆しています（Shiotani S et al. Radiat 
Med（2004）22:405-7）。HAH がみられない場合は蘇生
処置など死後の心嚢内液貯留も考える必要があります。

　２つ目は塩谷らが報告している Abbreviated Injury 
Scale（AIS） を 用 い た 外 傷 死 で の 重 症 度 分 類 で す

（Shiotani S et al. Radiat Med（2008）26:253-260）。頭部・
頸部・胸部・腹部・骨盤部の重傷度を Grade A・B・C
の３段階（Grade A 軽症～ Grade C 重症）に分類し Ai
へ応用しているのですが、特に多発外傷時ではどの所見
がより死因に寄与しているかを判断しやすくなると思い
ます。

〇最近のトレンド
　死亡時画像診断領域で最近話題となっている内容から
３つ紹介したいと思います。１つ目は MRI の活用です。
主に研究目的に使用されていますが、死因究明としては
急性期脳梗塞や心突然死（急性心筋梗塞など）はCTで
は診断困難な場合が多くMRIを撮像することで死因究明
率が上昇することが期待されます。ただし、MRI 撮像
においてはご遺体の体温によって特に T1 値が変化する
ことが知られているため、評価に耐えうる画像を得るた
めには、適切な T1 値の設定をする必要があります。日
本の診療放射線技師では小林智哉氏（筑波メディカルセ
ンター病院 放射線技術科）が積極的に研究されています。
　２つ目は造影剤使用による多相死後血管造影 CT

（MPMCTA）です。2016年にAtlas of Postmortem Angio-
graphy というテキストが発行され技術的なことはもち
ろん、症例も多く提示されているためご興味があればぜ
ひご一読ください。日本では胸骨圧迫を行いながら撮像
している施設もありますが、海外では大腿動静脈にルー
トをとり、機械によって造影剤を循環させ撮像したりも
しています。日本においても造影剤自動注入装置が開発
されているようですので、将来、死亡時画像診断は造影
剤を使用して行うという時代もくるかもしれません。
　３つ目は死亡時画像診断の世界最先端を行く施設のご
紹介です。スイスのチューリッヒ大学 Dr. Thali らが提
唱した Virtopsy はコンピューターによる生検や surface 

図６　Hyperdense Armored Heart（HAH）
心臓を取り巻く高吸収の内層（血球成分が主：→）

低吸収の外層（血清成分が主：矢頭）

表２　Ai 読影用チェックシート　高橋ら 臨床放射線（2010）より
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scan など行っています。You Tube に動画が複数アッ
プされています（The Virtopsy Process、Virtobot 2.0： 
Post-mortem surface documentation and image guided 
robotic needle placement など）。

〇北海道大学　死因究明教育研究センター
　2016年に北海道大学医学研究院に死因究明教育研究セ
ンターが設置されました（http://cdicenter.med.hokudai.
ac.jp/index.html）。同センターには私が所属しているオ
ートプシー・イメージング部門の他、法医学部門、臨床
法医学部門、病理学部門、法歯学部門、医療安全管理部
門があります。オートプシー・イメージング部門は北海
道大学病院と連携し医療事故調査制度対象例や非警察
症例を主に扱っています。死亡時 CT 撮像と解剖が行わ
れた際の CPC（臨床病理検討会）を特に CRPC（clinico-
radiological-pathological conference）と称し、臨床 - 画
像 - 組織所見の包括的ディスカッションを行っています。
今後は北海道大学病院外からの症例のコンサルタントも
検討しておりますので、その際はぜひ活用いただけたら
と思います。

〇最後に
　今回ご紹介できなかった内容に関しては図７に示すよ
うな日本語の参考テキストなど複数ありますので、ご確
認いただけたらと思います。また、撮像方法などは2015
年に刊行された「Autopsy imaging 検査マニュアル【第
２版】（診療放射線技師の教育・研修内容のすべて）」に
詳しく載っていますので併せてご参照ください。
　今回の内容やその他死亡時画像診断に関するご質問等
ありましたら、いつでもご連絡ください。

図７　参考テキスト（Autopsy imaging 症例集は 2018年春以降に第２版が出版予定）

はじめに
　頸動脈の動脈硬化病変を評価することは、脳血管や冠
動脈など全身の動脈硬化性病変を評価することに他なら
ない1）。頸動脈の動脈硬化病変の評価には、超音波診断
装置による内中膜複合体の厚さ・プラーク病変の性状や
数および狭窄病変の観察が重要である。その観察は B
モード法を主体とした超音波にて実施されるが、カラー
ドプラ法やパルスドプラ法により血流を観察することで、
更に精度の良い評価を行うことが出来る。

カラードプラ法による血流の観察
①　低輝度プラークの評価
　プラークは血管内腔に限局的に突出した病変と定義さ
れ、その評価には plaque score、Salonen の分類、早期
動脈硬化研究会提唱プラーク分類などがある。また、日
本脳神経超音波学会からは、プラークの表面性状（平滑・
不規則・潰瘍形成）および内部性状（低輝度・等輝度・
高輝度）の分類法が推奨されている。
　特に、低輝度は出血や粥腫を推察することが可能で、
これらは脆弱で塞栓源となりやすいと考えられ、脳梗塞
の発症と関連するとの報告も多い２）。低輝度とは血流腔
と同程度のものを指し、B －モード断層像のみで観察し
た場合は見逃しの原因となっているが、カラードプラを
併用し血流観察することで低輝度プラークの確認が容易
になる。（図１）

②　狭窄率の精度向上

頸 動 脈 超 音 波 を 血 流 か ら 観 る
室蘭太平洋病院　診療技術部　部長／臨床検査技師　　三 上 晴 克

誌上レクチャー

　 狭 窄 率 の 計 測 方 法 に は 縦 断 像 か ら 計 測 す る
NASCET 法（North American Symptomatic Carotid 
Endarterectomy Trial）や ECST 法（European Carotid 
Surgery Trial）、横断像から計測する面積法の３つがあ
り、それぞれ長所短所がある。いずれの方法にしても B
モード断層像に加え、カラードプラにより血流を表示さ
せることで血管腔の確認が明確となる。（図２）

パルスドプラ法による血流の観察
①　正常血流波形
　健常者における頸動脈血流波形には、それぞれ特徴が
あり各血管を鑑別する場合に参考となる。頸動脈超音波
検査で臨床的に評価が重要な血管には、総頸動脈・内頸
動脈・外頸動脈・椎骨動脈の 4 本の動脈がありその正常
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血流波形を示す。（図３）
イ）総頸動脈：最も太く表在を走行している血管で、収

縮期の急峻なピークと拡張期のなだらかな山を形成す
る。

ロ）内頸動脈：総頸動脈膨隆部から分岐し外側深部を上
行し、脳蓋内に達する血管で、収縮期の急峻なピーク
と拡張期へかけてなだらかなスロープを形成する。

ハ）外頸動脈：総頸動脈膨隆部から分岐し内側表在を上
行し、脳蓋外に達する血管で、収縮期の急峻なピーク
と拡張期のなだらかな山を形成する。総頸動脈と類似
した波形を示す。

ニ）椎骨動脈：鎖骨下動脈から起始し、頸椎横突孔を通
り頭蓋内で左右椎骨動脈が合流する血管で、内頸動脈
と類似した血流波形を示す。

②　血流速度による狭窄病変の評価
　B－モード法やカラードプラ法で狭窄部位を認識した
後、血流速度で狭窄病変の評価を行う。血流速度と有意
狭窄については報告者により差があるが、ほぼ流速が
150㎝/secでは50％以上、200㎝/sec以上の高速血流があ
ればNASCET法で70% 以上の狭窄が疑われる。（図４）
さらに、高度狭窄部位では血流が乱流を呈することから
評価できる。

③　血流波形による狭窄部位の推定
　B－モード法やカラードプラ法で狭窄部位を直接描出
できない場合では、血流波形が狭窄部位推定の評価とな
る。（図５）
　狭窄部位より末梢側で血流波形を捕らえた場合は、血
流速度の低下と収縮期流速のピークに達する時間の延長

を見る。このパターンを狭窄後パターンとよぶ。
　逆に、狭窄部位より中枢側で血流波形を捕らえた場合
は、末梢血管抵抗の増大を反映する血流波形、すなわち
拡張期血流の低下を認めることとなる。
　一例として、内頸動脈末梢の狭窄による総頸動脈血流

波形の変化を図６に示す。また、国立循環器病センター
では、椎骨動脈の拡張期血流から後下小脳動脈の狭窄性
病変を推定するフローチャートを作成しているので利用
されたい３）。

④　他の病変による影響
　末梢血管抵抗の増大が拡張期血流の低下を意味するこ
とは既に述べたが、それ以外に大動脈弁閉鎖不全が認め
られる場合には、拡張期に大動脈から左室への逆流血に
よる影響を受け、頸動脈血流の拡張期低下を認める。
　鎖骨下動脈に椎骨動脈が分岐する前で高度の狭窄や閉
塞がある場合に、脳底動脈と鎖骨下動脈に圧較差が生
じて椎骨動脈血流の逆流を認める現象を、鎖骨下動脈
盗血現象（subclabian steal phenomenon：SSP）と呼び、
めまいなどの症状が伴う場合を鎖骨下動脈盗血症候群

（subclabian steal syndrome：SSS）と呼ぶ。椎骨動脈の

逆流の程度は圧較差によりさまざまである。（図７）

⑤　治療後の評価
　頸動脈の内中膜の肥厚の抑制や退縮効果がスタチンに
あることが報告４）され内科的治療が注目されているが、
欧米での大規模研究５）の結果からは、有症候性の場合
NASCET法で狭窄率が70％以上あれば内膜剥離術の適
応とされている。（冠動脈疾患・両側性高度狭窄・頭蓋
内脳底動脈の高度狭窄の合併例は適応外）このような内
科的治療では内中膜厚の評価や狭窄病変の検索にカラー
ドプラとパルスドプラを組合わせることで治療の評価の
精度が向上する。
　一方、外科的治療である頸動脈内膜剥離術（carotid 
endarterectomy：CEA）後の再狭窄をカラードプラや
パルスドプラ法で評価することが可能である。（図８）
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おわりに
　頸動脈超音波検査の威力を発揮するためのポイントを
列記する。
・各種ドブラ法（Ｂモード法、カラードプラ法、パルス

ドプラ法、連続波ドプラ法など）を駆使する。
・探触子の種類や周波数を考えながら病変の検索や推定

を行う。
・パルスドプラ法や連続波ドプラ法では角度補正に注意

する。（特にリニアプローブ）
・全てを描出することは不可能であり、病変の推定を行

う。
・経過観察の評価が一定になるよう各施設で操作法や測

定法を標準化する。
・臨床へ分かりやすい報告形式をとる。（シエーマなど

加える）

１）飯山佳英子、長野正広、永野典子ほか：総頸動
脈硬化病変に対する各種危険因子の影響 .31:303-
309,1994.

２）Gronholdt,M.L.Nordestgaard,B.G.Schroeder,T.V et 
al:Ultrasonic echolucent carotid plaques predict 
future strokes.Circulation,104:68-73,2001.

３）長束一行：頸動脈超音波検査の評価法 .『頸動脈・
下肢動静脈超音波検査の進め方と評価法』（遠田栄
一 , 佐藤洋 , 編）. 医歯薬出版 , 東京 ,2004,61-74.

４）Hodis HN,Mack WJ,LaBreeL et al:Reducation in 
carotid arterial wall thickness using lovastatin and 
dietary therapy.Ann Intern Med,124:548-556,1996

５）Nor t h  Amer i c a n  Symp t oma t i c  C a r o t i d 
Endarterectomy Trial Collaborators:Beneficial 
effect of carotid endarterectomy in symptomatic 
patients with high-grade carotid stenosis.N Engl J 
Med,325:445-453,1991

〈施設概要〉
施設規模：24,615.7平方メートル（RC４階地下１階）養

護学校併設／屋上ヘリポート
開設年月：平成19年９月
病床数：215床（医療部門：105床／療育部門：110床）

３階医療部門（105床）母性・新生児病棟／Ａ病棟／
Ｂ病棟／手術・集中治療
２階療育部門（110 床）生活支援病棟／医療病棟／母
子病棟／療育リハビリ
１階外来部門総合受付／正面玄関／外来診察／検査受付

〈基本理念〉
　私たちは、医療・保健・福祉の有機的な連携のもとに、
出生前から一貫した医療・療育を総合的に供し、将来を
担う子どもたちの生命をまもり、健やかな成長・発達を
支援します。

〈基本方針〉	
１．子どもの人権を尊重し、高度で良質な医療・療育を

総合的・継続的に提供します。
２．子どもや家族の立場に立って、環境を整え、安心し

て利用できる施設をめざします。 
３．教育・研修・研究活動に力を注ぎ、人材育成と医療

レベルの向上を図ります。
４．地域の保健医療福祉機関と連携し、子どもたちの地

域での在宅生活を支援します。 
５．道民の理解と信頼が得られるよう効率的で透明性の

高い健全な運営を行います。

〈役割〉
　基本的な考え方
　小児総合保健センターと札幌肢体不自由児総合療育セ
ンターの機能を一体的に整備し、保健・医療・福祉の機
能の有機的な連携の下に胎児期から一貫した医療・療育
を提供する。
○胎児の時から一貫した治療や訓練を実施（障害・疾病

の予防・除去・軽減）
○超早期からの医学的リハビリテーションの実施（小児

病棟入院児のリハビリ充実）
○療育とともに小児高度医療を提供（療育病棟入院児の

医療の充実）

〈機能〉
○診療科目の充実
・低出生体重児、先天性泌尿器系疾患など多様で困難な

疾病の治療
○周産期医療の提供 ⇒［特定機能周産期母子医療セン

ターの設置］
・ハイリスクの胎児や新生児に対応
○高度先進医療の提供 ⇒［循環器病センターの設置］
・先天性心疾患に対応したカテーテルインターベンショ

ンなど
○医学的リハビリテーションの提供 ⇒［総合発達支援

センターの設置］
・超早期からのリハビリテーション（新生児等からの障

害の除去・軽減に向け医療と療育が連携したリハビテ
ーション）

イブニングレクチャー　平成29年６月22日（木）19時～札幌市教育文化会館４階講堂

こ ど も 病 院 の 話
北海道立子ども総合医療・療育センター（コドモックル）　放射線部　　十良澤　 勉
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・科学的根拠に基づく医学的リハビリテーション（三次

元動作解析・生体力学解析システムを導入）
○セラピスト体制の充実
・視覚等感覚障害への対応

〈放射線科主要機器〉
　一般撮影装置＝ KXO-80G（東芝）２台
　ポータブル撮影装置＝シリウス 130HP（日立）６台
　血管造影装置＝ AXIOM Artis dBC（Siemens）
　CT ＝ Aquilion64（東芝）、Activion16（東芝）
　MRI ＝ Signa（GE）
　ガンマカメラ＝ Infinia　Hawkeyes（GE）
　X-TV ＝ DR‐2000F（日立）
　骨塩定量装置＝ HOROGIC Discovery-A（東洋メディック）
　外科用透視装置＝ ARCADIS Orbic（Siemens）
　リニアック装置＝ PRIMUS　MED　ENAGY（東芝）
　放射線治療計画装置＝ XiO Tere-TPS（CMS）

１．小児とは
　一般的には、新生児～15歳児を指す。体型・発育の段
階が大きく異なり、新生児：～１ヶ月未満、乳児：～１
歳未満、幼児：～６歳未満（前期１～３歳、後期３～６
歳）、学童：～15歳未満（前期６～12歳、後期12～15歳）
に大きくわけられる。
①　小児の特徴・（と対応）

　成人で学んだ、各種検査、病的知識があまり役に立
たず、解剖的には、同じ構造であっても疾病構造は、
まったく違っているため検査の目的や、手技は異なる。
　また、小児といっても、新生児から、成人と変わら
ない学童までと、幅が広く、撮影時、一番問題となる
のは、理解ができず、協力が得られない幼児までの患
者である。

②　３歳未満の乳幼児の特徴
　分離不安：母親から離される、見慣れた光景ではな
い、見知らぬ人がいっぱい、機械や部屋の雰囲気、何
もしないといいながら、思いっきりされる恐怖、もは
や視界から母親や父親、安心できるものはない。

③　幼児後期３～６歳の特徴
　恐怖の再現：病院という所がどういう所なのか理解
できない。自分の病気が理解できない、白衣を着た先
生、注射、検査、で過去の記憶を呼び起こす。（６歳
以下ぐらい？）

２．当センターの一般撮影について
　（新生児・乳幼児の特徴）
　精神的・肉体的発達段階にあり、各臓器も未成熟（造
影剤も制限される）で、協力が得られない。また、被ば
くのリスク係数は高く、成人の１／10～１／３の線量で
の撮影を目指す

・体動があり、息止めできない（呼吸が早い）。・・・短
時間撮影

・含気量が少ない。（含水量が多い）コントラスト悪い・・・
管電圧を下げる

撮影条件（胸部）
①　胸部撮影

（立位Ｐ－Ａ）
乳児：正面 80KV、320mA、0.012Sec、側面 80KV、320mA、

0.02Sec　180㎝（－）
幼児：正面 110KV、200mA、0.012Sec（＋）、側面 110KV、

320mA、0.02Sec（＋）
学童（成人）：正面 130KV、100mA、0.014Sec（ブッキー）、

側面 130KV、320mA、0.02Sec（ブッキー）

（仰臥位Ａ－Ｐ）
乳児～幼児：正面 60KV、200mA、0.012Sec、100㎝（－）
幼児～学童：正面 70KV、200mA、0.02Sec、100㎝（ブッ

キー）

②　腹部撮影
（立位Ｐ－Ａ）
乳児：正面 70KV、320mA、0.016Sec、180㎝（－）
幼児～学童：正面 70KV、320mA、0.04Sec、180㎝（＋）

（仰臥位Ａ－Ｐ）
乳児：正面 60KV、200mA、0.016Sec、100㎝（－）
幼児～学童：正面 70KV、320mA、0.02Sec、100㎝（ブッ

キー）

③　安全性・被ばくについて
　一般撮影に限らず、小児の放射線検査において最も重
要な点は、安全性・被ばくに対する配慮である。
　当センターでは以下のことに注意し業務についている。
・安全性への配慮・・・固定具の使用
・思いがけない行動や、病状の急速な変化に対応
・十分なコミュニケーションをはかり、信頼を得る。
・できるだけ非侵襲性な検査を目指
・固定具の使用・的確な抑制
・照射野をできるだけ小さく。
・再撮影の減少・・・被ばくの低減！！！
・無駄な撮影はしない
・撮影の目的を理解し、詳細な撮影範囲とポジショニング
を決定する！！！

　この中から「固定具の使用・的確な抑制」について、
の考えを若干述べる。
　できるだけ固定はしない！（したくない）が、どうし
ても固定が必要なときは・・・、①環境的固定法（遊具・
部屋の雰囲気）、②注視固定法（視覚的・聴覚的）、③生
理的固定法（自然入眠・投薬麻酔）、④強制的固定法（用
手法、固定具の使用）の順番で対応している。

３．症例紹介
　一般撮影：新生児・乳児の代表的疾患・特異的疾患および外科的疾患例を紹介する。

Ｗｉｌｓｏｎ／Ｍｉｋｉｔｙ　Ｓｙｎｄ． ＲＤＳ

ＭＡＳ ＢＰＤ

RDS（呼吸窮迫症候群）
Ａｉｒ Ｂｒｏｎｃｈｏｇｒａｍ

サーファクタント注入後
（５日目）

腹壁破 臍帯ヘルニア 左横隔膜ヘルニア
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　今回、一般撮影の話を中心に話したが、ここからは私
が CT の担当ということも有り、珍しい先天性心疾患の
CT 画像を若干紹介させていただきたい。

フォルスタウジッヒ・ビング（false Taussig-Bing）奇形・
大動脈離断
　肺動脈と大動脈の両大血管のうち、大動脈は右室から
完全に起始し、肺動脈が50% 以上右室から起始している
先天性心疾患。大動脈は肺動脈の、右前（false Taussig 
Bing heart）にある。両大血管右室起始症DORVの一種
である。肺動脈は心室中隔に騎乗し、肺動脈弁下に心室
中隔欠損が存在する。血行動態は完全大血管転位のⅡ型
に類似する。大動脈離断を合併。左室の駆出血は、直接
肺動脈へ駆出され、心室中隔欠損を伴う大血管転換と類
似の血行動態となり、新生児期から呼吸困難や心不全を
呈しやすい。手術は基本的には大血管スイッチ術（Jatene

術）が行われるが、手術の難易度は高い。

左心低形成症候群（Hypoplastic left heart syndrome）
　左心房、左心室、上行大動脈、大動脈弓にいたる左心
系の低形成と、僧帽弁、大動脈弁の閉鎖をともなう。血
行動態上、動脈管開存と心房間交通が生命維持に不可欠
である。生後、チアノーゼ、高度心不全をともなう。手
術によっても右室を体心室としたFontan手術でしか修
復できないため予後不良の疾患である。頻度は先天性
心疾患の1.4～3.8％で、積極的治療をしない場合、大半
は１か月以内に死亡する。冠血流を含め、体血流が動脈
管に依存していることから動脈管の閉鎖は致命的となる。
手術は Norwood 手術（+Blalock-Taussig 短絡術または
右室—肺動脈短絡術）を施行する。乳児期に両方向性
Glenn 手術、幼児期にフォンタン型手術を施行する。

　紙面の都合で以下、画像と疾患名のみの紹介とする。

４．まとめ
　小児の放射線検査において、子どもとのコミュニケー
ションを取ることはとても大切である。特に一般撮影の
成功の鍵はそこにかかっていると言っても過言ではない。
技術的には、撮影の目的を十分理解し、素早い検査を心
がけることである。また、紹介をした先天性心疾患の心
臓 CT では、同じ病名でも、体重・年齢・心拍数等を考
えて一人ひとり撮影条件は変えている。非常に有用な検
査ではあるが被ばく線量を考慮すると、CTの適応に関
しては、担当医と十分に話し合い決定しなければ行けな
いと考える。

５．終わりに
　新卒で子ども病院に勤務し30年目になるが、今思って
いることを話すと、病気・けがで来院した子供たちは、
毎日、必死に戦い生き抜こうとしている。笑顔まで振り
まいてくる。そのような子どもたちと接していると、「負
けてはいられない！」と、いつも元気をもらう。私にと
って大切な人生のライバルであり、ひとりの人間として
心の底から尊敬の念が湧いてくる。
　だから、上手に撮影できたときは「よくできた！」「上
手に撮れたな！」「ありがとう！」「すごいな！」「えら
いな！」「がんばった！」と自然に声をかけられる様に
なった。小児撮影で一番大事なことは患児と保護者（特
におかあさん）に自信と安心感を与えることだと思う。

重複大動脈弓症（Double aortic arch disease） scimitar 症候群 ( シミター症候群 )

BWG 症候群
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MRI における Compressed Sensing（圧縮センシング）の実用化

GE Healthcare Japan Academic Department MR Advanced Application Specialist　　名 内 存 人

Pickup  Lecture

はじめに
　GE MRIにおけるCompressed Sensing（圧縮センシング；
以下、CS）技術は既に臨床使用されている。一昔前ま
ではあくまでもリサーチに留まっていたCS技術は、GE独自
の手法を組み込んでHyper Sense（ハイパーセンス）とし
て誕生し、全身領域においてルーチンで活用され検査効
率の改善に寄与している。本稿ではこのCS技術の基礎
と臨床応用について概要を紹介する（※本稿は平成29年
10月25日開催の一般社団法人札幌放射線技師会中央南ブ
ロック勉強会における『GE MR最新情報～ Compressed 
Sensing・Multi-Band を中心に～』に基いている）。
　MRIに限らず、画像診断装置にとって検査は時間との
闘いである。実際に顧客アンケートを取ってみると特に
MRIの場合は、短縮したいワークフローは圧倒的にスキ
ャン時間であり、次いで画像再構成の待ち時間や画像処
理時間など post-processing に関わる改善のニーズが大
きい。2002年頃に臨床普及を始めた Parallel Imaging（以
下、PI）は MRI 撮像の高速化に大きなインパクトを与
えたが、CS はこれに匹敵する次世代の画期的な高速撮
像技術である。
　では、CSとPIは何が違うのだろうか？ CSの定義はそ
の応用分野にも依存するが、『対象とする信号を構成す
る要素の多くがゼロであるというスパース性を前提とし
て、少ない数の観測データから、もとの信号を復元（再
構成）する技術』とされており1）、その情報理論的な応
用範囲は画像処理・解析のみならずブラックホールの観
測や津波の予測など、幅広く活用されている。少ないデ
ータから元のデータを復元するという意味ではCSもPI
も同じだが、コイル感度による空間的な位置情報に依存
し倍速ファクター数に比例してSNRの低下が不可避であ
ったPIに対して、CSでは理論的には信号強度の低下や

画像劣化が最小であるとされている。
　「圧縮」と言うとjpeg等の変換アルゴリズムが一般に
も普及している。これは、特に画像の高周波成分は一般
的に情報量に乏しいので無視することが可能である、と
いう画像上の特性を活かしているが、たとえば jpeg の
場合、元データに離散コサイン変換を施し周波数空間上
において高周波成分を削ぎ落とすことでデータ容量の圧
縮を実現している2）。何らかのデータが圧縮できるとい
うことは圧縮前のデータは冗長性を含んでおり、圧縮さ
れたデータを再構成すると想定した場合サンプリング数
を少なくできるというコンセプトが CS である。この原
理を応用し、Lustig らによって 2007 年頃から MRI に応
用するための基本アルゴリズムが提案された3）。
　CS を理解する上で重要なのは、下記の３点である。
　１．スパース性
　２．k-space 上でのランダムサンプリング
　３．ノイズ除去のための繰り返し計算
　それぞれについて、順を追って概説する。

１．スパース性（Sparsity）
　「スパース（Sparse，疎）」とは聞き慣れない言葉だが、
数学的に言うと「ゼロが多い」という意味である（図１）。
スパースな画像として想像し易いのはMRAやMRCPの
ように、信号がより離散的で白黒がはっきりしているコ
ントラストである。スパース性が高ければ高いほどノイ
ズ除去の際に閾値処理が容易になるためCSとの相性が
良い。ただし、たとえMRAやMRCPのような元からス
パース性の高いコントラストでなくても、Wavelet変換
などのアルゴリズムを活用することによってスパース変
換を施せば、基本的には全てのMR画像においてCSは適
用可能となる。

▶
図
１

２．k-space上でのランダムサンプリング
　そもそもCSはMR撮像の時間短縮を目的としているが、
スキャン時間を短縮するためには取得するデータを間引
く（undersampling）必要がある。PI においては規則的
に間引いたデータを特定のルールに則って補間していた
が、CSではk-space上でわざとランダムに undersample
することでフーリエ変換した後の実空間画像がよりノイ
ジーになる（図２；左下）。信号に対してランダムにノ
イズが乗った状態の方がより実信号を分離し易いので、
データを間引くことによって生じるアーチファクトが全
体に一様に散らばるように、不規則（Incoherent）にラ
ンダムにサンプリングすることがここで重要になってく
る。これによって実信号と非実信号（ゼロ付近のノイズ
成分）の差がより明瞭となり、スパース性を高めて信号
を分離し易くすることが可能となる。

３．ノイズ除去のための繰り返し計算
　CSの最後のプロセスは画像再構成である。上述の通
り、ノイズ様の非実信号を取り除くために繰り返し計算
する必要があり、このプロセスにおける莫大な計算負荷
がCSを実臨床で使用する際の大きな障壁の一つとなっ
ていた。CSのコンセプトは数年前から臨床応用が期待
されていたが、例えば GPU（Graphic Processing Unit）
とマルチコアCPUを使ったパラレルコンピューティン
グでも画像再構成におよそ80分以上掛かっていたという

報告もあるほど4）、この繰り返し計算に必要な負荷は大
きい。Wavelet 変換等のアルゴリズムを用いて元画像を
スパース空間に変換し、画像に寄与しない非実信号を（≒
ノイズ）を除去、すなわちゼロに置き換える。こうして
スパース性の上がったデータを k-space に戻し、最初の
k-space において測定されていない箇所を改めて充填し、
新しく k-space を得る。このプロセス、すなわち k 空間、
実画像空間、スパース空間を行き来する繰り返し処理を
その更新が最小になるまで繰り返すために、膨大な画像
処理負荷が問題となっていたわけである。幾ら撮像時間
そのものが短縮されても、画像のアウトプットまでにそ
の何倍もの時間が掛かってしまっていたのでは、むしろ
検査効率を悪くするだけである。今日、ようやくCSが
臨床に実用化された背景には、アルゴリズムの改善や昨
今のコンピュータ処理の高速化、コイルコンプレッショ
ン技術などによって5）、画像再構成時間が劇的に短縮さ
れたことが大きい。実際、HyperSense 使用時の画像再
構成時間は、通常の撮像時と何ら変わりがない。更に今
後CSの普及が進むためには、画像再構成速度が最重要
性能の一つになっていくことは間違いないと考えられる。

実臨床への普及
　CS が臨床で活用される際には、CSとPIとを組合わせ
た形で両方の利点を活かしつつ運用するのがより現実
的であると考えられる。図３は頭部MRAのケースだが、

▲図２
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PI：ARCのみを使用した場合と比較すると、HyperSense
を使うことで６分56秒から３分29秒と約50% の時間短縮
が可能となっており、内頚動脈などの主要血管のみでな
く末梢も同等に描出されている。HyperSenseはARC
のみでなく、局所撮像のHyperCubeや水・脂肪分離の
FLEX、３Ｄ体動補正であるPROMOなど様々なアプ
リケーションとの併用も可能である。図４－６はこの
HyperSense と HyperCubeを組合せ、高分解能を保った
まま時間を短縮した前立腺・骨盤と腕神経叢それぞれの
臨床例である。HyperSenseの臨床実用に関しては各施
設に適した運用が浸透しつつあるが、この HyperSense
による恩恵を時間短縮に使用するか、空間分解能を向
上して更なる高画質化を求めるかはその検査の目的に
も依存する。極端な例では、HyperSense や HyperBand

（Multi-Band 技術）を用いることで１分49秒に抑えた救
急プロトコル（T1/T2/FLAIR/DWI/T2*/TOF-MRA）
を活用している施設もあり、全身領域において今後の更
なる臨床への浸透が期待されている 6）7）。
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① It’s your turn, Mr. Satou. Come in the CT room, please.
 次はサトウさんの番です。CT 室へお入りください。

② We would like to give you a CT scan of your abdomen.
 これから腹部のCT検査を行います。

③ Take off your clothes and put on the gown please.
 服を脱いで検査着に着替えて下さい。

④ We would like to give you a CT scan with contrast medium.
 これから造影剤を用いたCT検査を行います。

⑤ Take off your shoes and lie on your back on the couch please.
 靴を脱いで寝台の上に仰向けに寝てください。

⑥ With contrast media, you may feel a slightly warming sensation. 
 It is one of the small side effects and you don’t have to worry about it.
 造影剤が入ると身体が温かくなりますが心配することはありません。

⑦ If you ever feel sick during the examination, please let us know in a loud voice.
 検査の途中で気分が悪くなりましたら、大声で知らせてください。

⑧ Raise your hands above your head slowly please.
 ゆっくり両手を挙げてください。

⑨ Now the exam starts. Please don’ t move for a while.
 それでは検査を始めます。しばらく動かないでください。

⑩ Take a deep breath and hold it for a second please. 
 息を大きく吸って止めてください。

⑪ Breathe in, breathe out and hold it for a second please. 
 息を吸って吐いて止めてください。

⑫ Breathe regularly now please. 
 楽にしてください。

⑬ Are you OK?
 ご気分はいかがですか？

⑭ I will pull out the needle now. 
 針を抜かせていただきます。

⑮ Hold gauze on your finger until the bleeding stops.
 指でガーゼを押さえてください。

⑯ You can take off this tape in 10 minutes.
 このテープは10分後に剥がしてください。

⑰ The exam is over.
 これで検査は終了です。

ワンポイント英会話ワンポイント英会話 Lesson 2

ＣＴ検査 編

〈監修〉 ハックルベリーエデュケーション、参考文献 診療放射線技師のための院内英会話
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〜 オーロラと共に生きる 〜

第６回　太 陽 フ レ ア
オーロラメッセンジャー　　中 垣 哲 也　（元 札幌医大病院・放射線部）

「オーロラ大感謝祭なるか！？」
　2017年９月、私はアラスカの田舎町の図書館にいた。
Wi-Fiを利用し、オーロラ撮影のために好天が期待できる
場所を探すため、アラスカ各地の天気をチェックしてい
た。同時に日本から飛んでくる多くのメールに驚いた。
異口同音に、ある報道を知って私を思い出したのだとい
う。太陽で11年ぶりの規模の爆発（Ｘクラスフレア）が
連発し、吹き出したものが地球に向かっているという報
道だ。普段は音沙汰ない知人も、太陽活動のニュースで
私を思い出してくれたことは光栄だ。私たちの生活にも
影響する可能性をトップに伝えている。私たちは人工衛
星の恩恵を受けて便利な生活をしているが、そこは地上
と違い、太陽からの影響を強く受ける過酷な場所。人工
衛星は大丈夫か？ GPSが狂えば大渋滞？通信などに障害
が？・・・とにかく、私は今夜から数日、何が何でも夜
空に繰り広げられるだろうスペシャルイベントを目撃し
なくてはならない。私の人生で、もっとも印象的なオー
ロラを目の当たりにする！真っ赤な空。その可能性は低
くない。血が騒いできた。

「太陽活動がアラスカの夜空に映し出される！」
　太陽と地球のコラボレーションがオーロラを輝かせる
システムは第３回で紹介した。100万度のガス・コロナ
は電離、プラズマの状態で太陽の重力から解き放たれ、
太陽風となる。実は我らが地球は、その電気を帯びた放
射線に満ちた過酷な「太陽大気の中に存在」する。太陽

風は猛スピードで地球磁場と相互作用し、大電流を生み、
そのエネルギーは磁力線に誘導され、超高層の酸素 ･ 窒
素にエネルギーを授ける。励起状態になった分子・原子
は、安定な基底状態に戻る際に、余分なエネルギーを光
として放出する。要するに光っているのは酸素、窒素で、
光らせる電源は、太陽風と地球磁気圏のコラボレーショ
ンによる発電だ。大規模なフレアでは、勢いよく飛び出
した太陽風により太陽嵐になり、地球磁気圏の縁は大発
電所と化して、オーロラはお祭り状態になることがある。

「気まぐれな太陽」
　我らが太陽には活動周期があり、黒点が増えたり減っ
たりしていて、黒点の数が多いときは太陽極大期と言わ
れ爆発現象（フレア）も多くなる。今現在（2017年）は、
太陽表面には黒点もほとんど出来ず、ゆで玉子のように
ツルッとしていて、活動がおとなしい極小期と言える。
ところが突然変異のように不気味なほど巨大な黒点が現
れ、大フレアが起きることもある。これは異変と言うよ
りは、気まぐれな太陽の本来の姿なのだろう。

「宇宙飛行士の命を守る宇宙天気予報」
　人工衛星の類いは地上から300～400㎞上空をまわって
いる。もしあなたが国際宇宙ステーションの飛行士で、
船外活動をしていたら・・・そこは真空地帯、大気とい
う私たち地球上の生命を守ってくれるバリアの一つが機
能しない超危険地帯だ。仮に太陽で大きなフレアが起き

「石油パインラインにも電流が！」地磁気
を乱してしまうほどオーロラが活動する磁
気嵐には、金属の長いものに勝手に電流
が流れてしまう「誘導電流」が発生する。
カナダの送電線が被害を受け、大規模停
電が起きたこともある。

たとして、さあ、次に何が起き
るか !?・・・第一波は気がつい
たときは時すでに遅し。およそ
８分でフレアのＸ線放射。事前
から注意するしかない。・・・
第二波はまるで津波のようだ。
30分から２日くらい遅れて陽子
や電子の非常に高エネルギーの
粒子線が来る。シールド効果が
高い場所に避難して身を守るし
かない。・・・一番遅れて飛んで
くるのが太陽風で、普段は３～
５日程度かかるが、大規模なフ
レアの場合は２日を切ることも
ある。宇宙で仕事をするには、

常に太陽を監視していなくてはならず、宇宙天気予報は
彼らの命を守る頼みの綱である。この天気予報、オーロ
ラ活動の予報でもあり、オーロラ愛好家の人気サイトで
もある。

「アポロ計画で人類が歩いた月面は」
　今回のような巨大フレアが発生、もしその時、月面に
飛行士がいたら・・・太陽風による被ばくは、宇宙服を
着たままの状態で10シーベルト程に達する見積がある。
太陽から見たら、月も地球もほぼ同じ距離。なぜ月面は
地獄になり得るのか？・・・理由は月にはオーロラが輝
いていないから。月には磁場もない、大気もない。月面
では隕石や放射線が直接降り注ぐ。我らが地球には強力
な地磁気があり、大気に包まれている。だから流れ星や
オーロラが輝いている。過酷な宇宙の中、私たちは大気
や磁気圏に包まれた奇跡のオアシスに生かされている。

　私はバンクーバー線の機内で放射線量を測定したこと
がある。この時は普通のオーロラ活動時で、特に磁気嵐
ではない。左は巡航高度11㎞程、右は着陸前で高度を下
げている１㎞程度か。たった10㎞の大気だが、私たちが
地上では遺伝子を守れる理由を物語るようだ。ちなみに
窓側と機内中央の線量は変わらず！一般には公表されな
いが、今回の９月のような大規模フレアが起きた場合、

被ばく線量軽減のために、世界
中、特に北極圏航路の航空機の
巡航高度はかなり下げているは
ずだ。燃費が悪くなりそうだが。

「あぁっ、空振り！」
　巨大フレア発生から２日目、
すでに磁気嵐が起きている情報
を得た。アラスカ全土は分厚い
雲に覆われた。私は数百㎞走り、
深夜になってやっと雲から抜け
た！磁気嵐になっているなら、
ただならぬオーロラ模様だが…
星々が何事もなかったように瞬
いている。あぁ、空振りだ・・・
フレアの太陽風は強烈だっただ

「満月に負けない強烈なオーロラの輝き」（2 枚合成）2017年9月8日（現地）
地球の周りは太陽嵐、そしてあの月面は放射線地獄となっているだろう。

ろう、ただ太陽風とともに運ばれる太陽表面からはぎ取
られた太陽磁場と地球磁気圏との相性が悪くなり、発電
効率が落ちたのだろう。実はこのような空振りイベント
はよくあるのだ。時折、満月の光にも負けない、私が経
験したこともないくらい強烈な輝きが大空をのたうちま
わった。やっぱり地球のまわりの宇宙空間では太陽の嵐
になっているのだ。

「スーパーフレアはいつか起こりうる！」
　京都大学チームが、今まで知られている最大級の1,000
倍のスーパーフレアが 1 万年に 1 度の確立で起こりうる
と発表。被害を予想すると・・全人工衛星故障、飛行士
被爆、全地球規模で停電、通信障害、全原発の電源喪失・・・
そして世界中でオーロラが舞う。恐竜の絶滅原因は、超
巨大フレアの可能性も。私たちが知っている太陽は、46
億年のうち、たった400年だけ。太陽は未だ神秘だ。

【中垣哲也プロフィール】
『奇跡の地球の素晴らしさ』の伝達者として、全国規
模の講演活動を10年間継続中。2018年１月は全道
各地のプラネタリウムで、５月には流氷科学館でオ
ーロラ展。Facebookで活動を公開。
【参考文献】
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紫田 一成著「太陽の化学」「太陽大異変」
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Start
【問題】　英字クロスワード
★印のアルファベット12文字をうまく組み合わせることにより、
意味のある英語を記述してください。

【応募方法】当会ホームページ所定の解答フォームにクロスワード問題を解答（入力）して送信ください。このSTART
クイズに応募された会員の中から15名様の会員に準備でき次第、当会オリジナルQUOカードを進呈します。応募締切は
本年 1月末日まで。

〈START63 号　ＳＴＡＲＴクイズの答え〉棋譜
▲１四竜、△２四馬、▲同竜、△４四馬、▲同竜、△６四と、▲６五角、△同飛不成、▲６四竜、△同飛、▲６五角、△同飛、▲７
五歩、△同飛、▲７三銀成。STARTクイズ63号の正解者は10名でした。

■ タテのカギ
【タテ２】エド。エドガーとエドワードの略称。
【タテ３】（the をつけて）エーゲ海。
【タテ４】品評会。博覧会。説明会。
【タテ５】飾り。装飾。装飾品。
【タテ６】深い所。
【タテ７】コンピューターグラフィックス。
【タテ10】グラム。
【タテ11】仕事。職業。やっかい。
【タテ15】程度。度。学位。称号。
【タテ17】ロバ。
【タテ19】合衆国。
【タテ20】競走。レース。人種。民族。品種。
【タテ21】双子（ふたご）の片方。（複数形で）双子。
【タテ22】軽くたたくこと。
【タテ24】アルゴンの元素記号。

■ ヨコのカギ
【ヨコ１】海産食品。
【ヨコ８】かわいい人。愛する人。
【ヨコ９】卵。卵子。やつ。
【ヨコ12】ショウガ。精力。活力。
【ヨコ13】オペラ。歌劇。
【ヨコ14】当て物。パッド。帳面。発射台。
【ヨコ16】お母ちゃん。
【ヨコ18】私を。私に。
【ヨコ19】不安。心配。動揺。
【ヨコ22】追伸。公立小・中学校。
【ヨコ23】答え。返事。
【ヨコ24】行い。行為。
【ヨコ25】タイヤ。
【ヨコ26】一度。一回。

入会、退会、会費の減免についての連絡先
イ）入会希望者は入会申込書に必要事項を記入し、年会費2,000円

を添え、下記へ提出して下さい。なお申込書は（一社）北海道放
射線技師会事務所（TEL 011-643-2713）へ請求して下さい。

ロ）退会、会費の免除は議案集の申請書により、事務所へ提出して
下さい。なお、詳細はお問い合わせ下さい。

会費納入のお願い
　年会費の納期は毎年度９月末となっています。会費は当会事業の
根幹となるものですので、早期納入をお願いします。
会　　費 ： 2,000 円 / 年
納入方法 ： 札放技会報START（議案集）差し込みの振替用紙をご利用
ください。
担当理事 ： 伊藤 咲紀江 TEL011-612-0333 FAX 011-612-0459  
　　　　※ 電話でのお問い合わせは、午後からお願いします。

当会への意見・要望、本会報表紙写真の投稿、およ
び放射線関連情報などの案内（ホームページ掲載も
含む）は、編集委員会へ連絡ください。

〔連絡先・編集委員長〕  井上正住　連絡先メール：start@hok-art.or.jp
〔編集委員〕大元秀近　小川豊輝　西原　徹　寺田克広　酒谷　隆
 浅野英章　寺田武司　菊池明泰　石本博基　柳田美香　伴　伸次

共済給付の連絡先
互助規程をご確認の上、下記へご連絡下さい。

社会医療法人医仁会中村記念病院　放射線診断科　井上　剛
〒060-8570　札幌市中央区南１条西１４丁目

TEL ０１１－２３１－８５５５（内線２３３）

編集後記
　古代から現在の平成まで天皇は1,400年以上も継承されてきている。そ
の間、天皇は表舞台に出ていることもあったがそうでない時代もあった。
いや、表に出てこない時のほうが長かったのではないか。でも天皇はい
かなる時でもその権威は失わず今日に至っている。天照大御神や三種の
神器といった極めて神秘的一面もあるが、1,400年以上も続いている世襲
は世界に類を見ない、大事にすべきである。また、日本の道徳教育たる
ものは天皇家や皇族の方々の立ち振る舞いを基本としているといってよ
いのではないか。つい先だって、三権の長や皇族らでつのる「皇室会議」
にて、天皇陛下の退位日について話し合われているが、その後、安倍内
閣は退位日を2019年4月30日と決定した。これは国民の総意に基づくモ
ノでなくてはならない。（M,I）

START Quiz
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